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灌漑システム改善に関する研究
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境付近にはサハラ砂漠が広がり、天水農業を営む
研究の背景と目的
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には厳しく、浅井戸や、図 1 に示すようなハッター
世界の陸地の全面積の 1/3 は沙漠地（乾燥地、
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ラと呼ばれる地下水路を利用した小規模の灌漑に
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飼育が主体となっており、農業を営む上で、水の
といわれる。特に、アフリカ大陸ではその 2/3 が
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制約が最も大きい因子である。そのため、人々は、
沙漠地ないし沙漠化が進行している地域とされて
生産をあげるために浅井戸を掘り下げ、ポンプを〝ߩߚޔṳ
いる。アフリカのこれからの農業発展を考える上
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導入し、大量の水を汲み上げ、結果として地下水
で、少ない水資源を有効に利用した沙漠の緑化と、
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沙漠化の防止はもっとも大きなテーマの一つであ
る。
り、緊急に解決されなければならない問題である。
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燥に耐えることができ、重力だけで地下水を村ま
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万 km で日本の約 1.2 倍に相当する
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国土を有し、人口
3110 万人、一人当たり GDP は
ᵻᚭ߿ޔ࿑㧝㧚ߦ␜ߔࠃ߁ߥࡂ࠶࠲ߣ߫ࠇ
にとって重要な役割を果たしてきた、ハッターラ
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の灌漑システムの現状と課題について、水利用と
である。国土のほぼ中央を南西から北東方向に走
作物栽培の両方の面から明らかにし、その改善方 ࡂ࠶࠲
るアトラス山脈を境に、その気候は大きく二つに
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た大規模な形態によって、小麦、ブドウ、オリー
ブなどが栽培され、
経済的にも豊かな地域である。
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1 ハッターラの概念図
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ハッターラの灌漑システム改善に関する研究（西牧隆壯）
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灌漑が用いられているが、作物の生育は貧弱であ
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り改善の余地があることが明らかとなった。
図 3 慣行水利権と間断日数
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ハッターラ灌漑システムの有効利用に向け
た課題と改善の方向
ハッターラの供給量は平均で 0.32lit/sec/ha であ
り、ペンマンモンティース法を使った灌漑必要水
量 0.4lit/sec/ha の 80％で、供給される絶対量が少
ない現状にある。そこでまず、水量不足の対応と
して、横坑内の漏水対策に着目した。6 箇所の横
坑内の導水部分で漏水を実測したところ、1km あ
たり 1.7lit/sec の漏水を観測した。これはハッター
ラの流量の 38％にあたることがわかった。次に、
灌漑水路と取り入れ口の灌漑損失について、実測
に基づいて計算したところ、12％と 7％の水量の
損失が明らかとなった。したがって、横坑内、灌
漑水路のライニングと取り入れ口の改良が水量不
足に有効であると考えた。
また、ハッターラの圃場における栽培はすべて
水盤灌漑であることに着目し、土壌面蒸発が少な
く、深層浸透損失が少ない栽培方法として、図 2
に示すように畝間灌漑の導入が有効ではないかと
考えた。
さらに、現状の灌漑ローテーションは水利権の
慣習に基づくもので、間断日数は、10 日から 2
週間程度と長く、作物へ適時、適量の灌漑水が補
給されていないことが図 3 からも明らかで、その
対策として圃場内で一時的にストックし、適時に
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使用する必要があることがわかった。
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間区の方は、ナツメヤシの葉を利用して被陰を
で示したように、畝間灌漑は、水盤灌漑の欠点で
作ったことと、ワジの粗い砂を客土したことによ
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以上の研究から図 4 に示すようにモロッコにお
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図 4 灌漑システム改善の方策
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ハッターラの灌漑システム改善に関する研究（西牧隆壯）

Summary
A Study on the Improvement of Irrigation System of Traditional
Water-use Facilities‘Khettara’in Morocco
Ryuzo Nishimaki
Japan International Cooperation Agency
The purpose of this study is to develop the measure of the improvement of the traditional irrigation system
called Khettara in Morocco. There are 191 Khettara in the Tafilalet region which exists in the western Morocco.
Morocco is in the north-western tip of African Continent. The farming system is remarkably different from each
other between east and west regions of the Atlas Mountains. The Tafilalet region in east Morocco has a lot of poor
farmers under the severe national and social condition. The farming system of the Tafilalet region depends on the
groundwater through shallow well or Khettara. Using of water is the most important constraint for the agricultural
development in the arid zone such as the Tafilalet region.
The Khettara irrigation system has its origin in the Quanat in Iran, and it is said to be introduced by the Muslim
expanded to the Morocco in the seventeenth century. Khettara water is used for potable water, livestock and
domestic use at first, and used for irrigation for date palm, olive, wheat, barley, tomato, carrot, turnip, herb, etc.
Khettara irrigation system has some advantages comparing with other water supply system. Discharge of
Khettara is small, however perennial flow is very fare to sustain rural life and gravity flow minimizes operation
cost. On the other hand, Khettara system has some problems. Khettara structure has been constructed by nothing
but manpower, therefore tunnels and canals are unpaved. The structure is easy to collapse and water leakage is
widely observed. Moreover continuous drought causes decrease of the Khettara flow. Water loss is also apparent
in basin irrigation method which is adopted without exception in the irrigation plots of this area, and which is
relatively less efficient for water saving.
The measure for the improvement of irrigation system of traditional water-use facilities‘Khettara’in Morocco
is able to be developed by rehabilitation of Khettara structure and using furrow irrigation in stead of basin one in
this study. It is concluded that the reactivation of the agricultural sector in the Tafilaleto region is feasible. Also
the furrow irrigation is appropriate to be substitute for the basin irrigation in Mauritania and other Western African
countries.
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